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 《ゲスト卓話》 

「青少年奉仕活動」の「RYLA 」と 

「インターアクト」について 

第 2740 地区 ﾗｲﾗ委員長（長崎出島 RC）北郷雅子氏 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕プログラムとは？ 

年齢 30 歳までの多数の青少年が、将来リーダーとな

るために必要なスキルを身につけようとロータリー

のプログラムに参加しています。 
青少年プログラムの参加者は、地域のプロジェクトや

指導力開発の研修、文化交流などに参加することによ

って、自分自身と世界について発見することができま

す。そのほか、ロータリアンを模範として、倫理、奉

仕、親睦の理念についても学べます。 
ローターアクトとは？ 

ｲﾝﾀｰｱｸﾄを卒業した 18歳以上の若者への育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

として、18 歳〜30 歳を対象に 1968 年にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
が提唱した来年 50 年を迎える世界的な団体です。 

親睦と奉仕活動を通じて、個々の能力の開発や知識・ 
技術の向上を図り、地域社会における社会的ニーズの

ための機会を提供することを目的とします。地区内で

は、10 クラブのうち 9 クラブが活動をしています。

（RAC 年次大会 5 月 13•14 日(長崎北 RAC) グラ

バー園にて開催） 

インターアクトとは？ 

ロータリークラブから提唱された 12 歳から 18 歳ま

での青少年または高校生のための社会奉仕クラブで

す。 奉仕の精神と国際理解を青少年に付与するため

に設立され、提唱クラブは、指導・助言・監督の責任

を持っています。活動に大事なことは、生徒たちの自

主性を尊重し、円滑にしかも持続して部活が施行され

るように顧問の先生方と共にロータリアンとともに

見守ります。第 2740 地区では、1972 年佐賀浦和高

校(佐賀 RC）〜2014 年純心女子高等学校(長崎中央

RC）、22 番目に 2017 年佐世保工業高等専門学校（佐

世保北 RC）が加盟認定されました。  
国際青少年交換とは？ 

青少年交換は、15〜19 歳の青少年が母国以外の国を

訪問したり、そこに留学したりする機会を提唱する。 
わが国、最初の派遣は 1962 年佐世保 RC から、2 名

がオーストラリアに派遣したことにはじまります。九

州・山口が一地区で第 370 地区という時代です。 

第 2740 地区では 現在まで各クラブのご協力を得て

世界各国からの学生を受け入れ、また、各クラブから

推薦された候補者を地区委員会で選考し、翌年の出発

までの期間、数回のオリエンテーションをおこない、 

入念な準備を行い、送り出しています。ロータリアン

の子弟もこのプログラムだけは参加可能です。 

来日学生には、当地区の素晴らしさを学んでもらえる

ように、各クラブの行事や地区の行事・お祭りに参加 
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してもらっています。(10 月長崎くんち、11 月唐津く

んちなど）・Amera さん (ｱﾒﾘｶ）5 月まで佐世保南 RC、

Breanna さん(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）1 月から雲仙 RC、佐世保北

RC のエヴァン・ボッシュさん佐世保工業高等専門学

校(2005～2006 年） 

RYLA の始まりは？ 

1959 年にオーストラリアのクイーンズランドで初め

て実施された RYLA は、ビクトリア王女の訪問を記

念して地元青年たちによって行われた祭行事でした。

以来、RYLA は、青少年の可能性を信じるロータリ

アンによって続けられ、次世代のリーダーとなる青少

年が、自己を発見し、スキルを身につける機会となり

ました。1971 年に国際ロータリーによって正式に採

用されたこのプログラムは、現在、世界中のロータリ

ークラブと地区によって実施されています。 
RYLA とはどんなプログラム？ 

2013 年にライラ手続き要覧が改正され、参加者の年

齢に制限はなくなりましたが (以前は 14 歳から 30
歳まで) 若者が集まり、リーダーシップスキルと人格

を養いながら、ロータリーについて学ぶ 集中研修プ

ログラムです。セミナー、キャンプ、ワークショップ

などの形で行われます。選ばれた若者たちは、RYLA

で様々な事柄を学び、多くの人と接し、地域社会で積

極的に活動するリーダーと出会い、貴重な情報とキャ

リアのスキルを学びながら、自信を育んでいきます。 

参加者はプログラムを通じて初めて出会う参加者と

意見の交換を行い、諸問題について討議し指導力と伝

達力を磨きます。同世代の仲間や人生の先輩たちと共

に主題について探求する機会を提供します。 

RYLA を通じてできること 

①リーダーシップのスキルと人格を養う②多様な事

柄について学び、さまざまな人と出会う③ 地域社会

で積極的に活動するリーダーと会う④ 貴重な情報と

キャリアのスキルを身につける。 
リーダーシップ能力かあり、社会奉仕に熱心に取り組

んている若者を対象としています。高校生、大学生、

社会人を問わす、RYLA に参加した人は自分の可能

性を発見し、地域社会やキャリアを通して、また生涯

を通してﾘｰﾀﾞｰとして指導力を発揮していくのに必要

なスキルを身につけるチャンスです。  
RYLA の第 2740 地区での開催は？ 

ほとんどの場合、ロータリアンによる主催の下「ホス

トクラブの企画・運営、ローターアクトの協力」で、

高校生・大学生・社会人を問わず、一泊研修の形で実

施されている「リーダーシップ集中研修プログラム」

の形で開催されています。それにはロータリークラブ

推薦の参加者が、世話クラブメンバーと共に参加して

います。RYLA は、ロータリーの地区の重要なプロジ

ェクトです。 
 

 

RYLA 活動の継続の大切さ 

青少年のリーダー育成を有意義なものにするお手伝

いというのが、地区委員会の役目ですが、そのために

は、継続したライラ開催のホストクラブの選定が必要

になってきます。 

地区ライラ委員会の最大の役割は「ライラ開催のホス

トクラブの支援と 2 年先のホストクラブの依頼・選

定」を青少年統括委員長と一緒に行うことです。これ

にはまず、各クラブの青少年担当委員長にライラ活動

とは何かということをご理解頂く必要があります。 

RYLA ホストクラブと地区委員について 

ホストクラブの依頼は 57 クラブの 10 グループを 5
つに分けてお願いしています。と言いましても「ライ

ラ委員会がない」クラブもあり、「ライラの活動とは

何か」と地区協議会・地区セミナーでご説明をしても

なかなかご理解いただけません。一度ホストクラブに

なってライラを開催され、興味を持ってライラの参

加・協力してくださるクラブと、まだホストクラブに

なっていない為か、なかなか関心を持ってい下さらな

いクラブとに分かれていると感じます。 

第 2740 地区での RYLA 開催費用について 

クラブレベルでホストクラブとして組織している。 
（ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ以外のクラブは参加と参加費用の負担） 
クラブ負担金一律 30,000 円が 第３３回から人頭分

担金 800 円に変更されました。多久 RC（第 39 回）、

島原南 RC（第 40 回）がホストクラブをお引き受け

下さいました。 
RYLA の実施について 

現在、第 40 回までホストクラブが決まっています。

佐世保北RCは第14回のホストクラブを担って戴きま

した。（もう暫くは回って来ません。） 

38 回 RYLA について 

ホストクラブは伊万里 RC で平成 29 年 5 月 27～28 日

に黒髪少年自然の家で開催されます。佐世保工業高等

専門学校インターアクトは参加予定となっています。 

最後に 

青少年奉仕プログラムへの積極的なご参加・ご協力に

感謝を申し上げますと共に、今後も引き続き宜しくお

願い致します。ご清聴ありがとうございました。 

 

《会長挨拶》          

 藤井良介 会長  

本日の卓話はロータリー特別月間「青少年奉仕月間」

にちなんで、松尾奉仕プロジェクト青少年委員長のお

世話で地区ライラ委員長 北郷雅子さまの卓話です。

長崎から御多忙中お越し頂きありがとうございます。

謹んで拝聴したいと思います。先週の「従業員招待映

画例会」には従業員の皆さまに多数参加いただき、担

当の職業奉仕委員会をはじめお世話の皆さま、ありが

とうございます。 



昨日は佐世保東ロータ

リークラブ「創立 50 周

年記念式典」に私と宮崎

幹事が出席しました。と

ても素晴らしい式典で

した。創立会員が 2 人在

籍され、50 年前の設立

時の話を大変興味深く

拝聴することができま

した。 
今週の日曜日は、「第 45 回佐世保市内 8 ロータリー

クラブ親睦ゴルフ大会」が開催されますので、参加の

皆様頑張って下さい。 
 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事  

2.来信 

・国際ロータリー 

ザ・ロータリアン 5 月号 

 

・ロータリーの友事務所 

①ロータリーの友 ５月号 

②地域雑誌「ﾛｰﾀﾘｰの友」購読数について 

 

・ガバナー事務所 

ガバナー月信５月号 

   

・ガバナーエレクト事務所 

 地区研修・協議会 交通手段のお伺い 

 

・伊万里ロータリークラブ 

 第 38 回ＲＹＬＡお知らせ並びにお願い 

 

・長崎県民センター 

平成２９年度「ながさき県政出前講座」テーマの 

決定及びホームページ掲載について 

 

3.伝達事項  

① 5/16（火）18：30 よりﾎﾃﾙﾖｰﾛｯﾊﾟ ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎｰﾙにて 

第 8回佐世保市内 8ＲＣ会長・幹事会が開催され

ます。 

② 5/18（木）ｼｬﾝﾗｰにて 18：00 より第 11 回理事会

18：30 より新旧理事・役員懇談会が開催いたしま

すので宜しくお願いします。 

③ 5/18（木）ＪＲ博多シティ 9階「ｵｰｸﾞｰﾄﾞｩｼﾞｭｰﾙﾒ

ﾙｳﾞｪｲﾕ博多」にて、はなみずき会が開催されます。 

④ 5/20（土）13：30 よりｸﾞﾗﾝﾄﾞはがくれ（佐賀市）

にて 2017～2018 年度 地区研修・協議会が開催さ

れます。ご出席の方はよろしくお願いします。 

⑤ 5/21（日）第 45 回市内 8ＲＣ新睦ｺﾞﾙﾌ大会が開催

されます。ご参加の方はよろしくお願いします。 

⑥ 5/22（月）16：30 より佐世保高専 IAC 例会が開催

されます。 

⑦ 5/22（月）17：00 より福田外科病院にて第 2回佐

世保海洋探検隊実行委員会が開催されます。 

⑧ 5/22（月）次回例会は第 3回クラブ協議会「地区

研修・協議会報告」渡会祐二次年度幹事です。 

 

《今月の結婚祝い》 

 Ｈ.16.5.2 田島 慎・今日子 夫妻 

 Ｓ.57.5.3 中島閏二・敏子夫 夫妻 

 Ｓ.60.5.5 宮原明夫・由紀子 夫妻 

 Ｓ.57.5.9 緒方信行・ひとみ 夫妻 

 Ｓ.53.5.14 牧野博一・ひとみ 夫妻 

 Ｈ.18.5.14 小川一貴・良子 夫妻 

 Ｓ.51.5.17 中野雄一郎・節子 夫妻 

 Ｓ.29.5.22 村上寅雄・圭子 夫妻 

 Ｓ.45.5.24 古賀新二・浩子 夫妻 

 Ｓ.59.5.27 田実貞昭・秀子 夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

 Ｓ.50.5.3 公門新治 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員会報告》 

森 豊 ロータリー情報委員長 

６月３日（土）の家庭集会開催を予定しておりました

が、都合により６月２日（金）に変更いたしました。

参加ご考慮頂きたくさんの参加お願いします。 

 

渡会祐二親睦活動委員長 

本日例会終了後、７Fアルバトロスにて親睦委員会を

開催いたします。よろしくお願いします。 

 

松田信哉職業奉仕委員長 

先週の月曜日、従業員招待例会を開催させて頂きまし

た。若干の人数増加がございましたが、トラブルもな

く無事に終了することが出来てよかったです。宮﨑幹

事をはじめ当日手伝ってくれた職業奉仕委員の皆様

ならびに会員のご協力に感謝致します。 

 

 松田信哉 次年度親睦活動委員長 

本日、次年度ＳＡＡと親睦活動の合同委員会を開催い

たします。１２名の出席を頂いています。１８時３０

分天津包津館となっております。お間違えなきようお

願いします。 



近藤竜一 次年度ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員長 青少年委員会  

松尾重巳君 中山 誠君 岡井正明君 船津 学君 

八木順平君 東田賢二君  松田亜由美君 

5 月 17 日東彼杵町総合会館 2740 地区次期会長・ 

幹事・米山記念奨学委員長セミナーについて 

出席者：峯 次期会長・渡会次期幹事・近藤次期財団

委員長 

本日は２７４０地区ライラ委員長 北郷雅子様より

卓話を頂きます。約１年前からお願いしておりました

がやっと実現しました。タイトルは【「青少年奉仕活

動」の「RYLA」と「インターアクト」について】です。 

資料：セミナーレジュメ・ロータリー米山豆辞典・米

山学友の群像 

内容：米山地区状況について大家地区委員長（小城 R） 謹んで拝聴させて頂きます。よろしくお願いいたしま

す。また、今月末に RYLA が「黒髪少年自然の家」で

開催されますので、よろしくお願いします。 

   来期の寄付目標：普通寄付+特別寄付で、 

16,000 円/1 人 

   米山学友会について 学友会会長 ﾄﾞｰｺｯｸﾋﾞﾂ  

2017 年度米山奨学生紹介  14 名 小川 寛君  三谷秀和君  二ノ宮 健君   

 峯 徳秀君  湯口純二君  中野雄一郎君  

《ニコニコＢＯＸ》  平石晃一君 渡会祐二君  福田俊郎君  

  近藤竜一君 田島  慎君  小川一貴君  

藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事 蒲池芳明君 

本日は、地区ﾗｲﾗ委員会委員長 北郷雅子さまに長崎市

よりお越しいただいて『青少年奉仕活動の「RYLA」と

「インターアクト」について』の卓話です。 

北郷雅子様には本日の卓話よろしくお願いします。 

 

事務局 窪田明子さん 

北郷委員長には、２月に行った佐世保高専インターア

クトクラブ「結成式」にも出席いただいております。

本日のご来訪を歓迎するとともに卓話どうかよろし

くお願いいたします。 

このたびはご迷惑をおかけし申し訳ありませんでし

た。また。皆さまより過分なお見舞いまでいただき恐

縮しております。お仕事に復帰いたしましたので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

先日の従業員招待映画例会では、担当の職業奉仕委員

会はじめお世話の皆さま、お疲れさまでした。 

 

第 2740 地区ﾗｲﾗ委員長 北郷雅子様（長崎出島ＲＣ） 

卓話謝礼をニコニコＢＯＸへ入れていただきました。  

 小西宗十君 

岡井眞紀様  緒方ひとみ様  小川良子様  北郷雅子様 本日はようこそいらっしゃいました。 

小川真澄様  相良由貴子様  富田路子様 卓話楽しみに拝聴いたします。 

中野節子様  東田敬子様   平石久子様  窪田さんお帰りなさい。元気そうで安心です。 

宮原由紀子様 森 康子様      

川又純子様  西沢くに子様 豊島揆一君  

《はなみずき会》参加者の皆様よりニコニコを 先週の従業員招待例会では大変お世話になりました。

ありがとうございました。 いただきました。 

 本日の北郷委員長の卓話楽しく拝聴致します。 

  

 宮原明夫君 

 先日、亡き父宮原陽の忌明けと納骨を無事すませまし

た。つきましては、供養のしるしまでに皆様から頂き

ましたご香料の一部をフレンドシップ基金に寄付さ

せていただきます。本当に有難うございました。 

 
 
 
 北郷様、本日の卓話楽しみに拝聴させて頂きます。 

 

公門新治君 

１２日から１４日まで３日間 西沢社長のご厚意に

より西沢本店前特設会場にて母の日フラワーマルシ

ェにて感謝の気持ちをお届けするお手伝いさせてい

ただきました。ご注文、お買い上げ頂いた皆様ありが

とうございました。ニコニコします。 
本日の合計 58,000 円     累計 1,558,500 円 本日の合計 71,0000 円     累計 1,571,500 円 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健   委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明   （記事担当 蒲池 芳明）


